
第一日組合せ 

ＯＵＴ 

8:00 寺西  明 外館  弘 野間  健至 *寺崎  裕昭 

日本港運 ビックカメラ (株)ダンロップゴルフスクール 札幌ベイ GC 

8:09 桑原  將一 宝力  寿教 鴨林  猛徳 *神谷  俊 

フリー フリー 札幌南ゴルフクラブ駒岡コース ゴルフ５CC 美唄コース 

8:18 高見  和宏 冨田  正行 *山崎  雅廣 *池田  克美 

フリー 高室池ゴルフ倶楽部 札幌国際 CC シャムロック CC 

8:27 深堀  圭一郎 早野  健 *実成  俊也* *柴田  大介 

フリー フリー 総武カントリークラブ 推薦 

8:36 鈴木  亨 田中  泰二郎 *木下  義幸 *本間  司朗 

ミズノ フリー ツキサップ GC シャムロック CC 

8:45 芹澤  信雄 中山  正芳 *横田  圭介 *多田  鴻成 

TSIグループアンドスポーツ フリー 早来 CC グレート旭川 

8:54 東   聡 大山  健 *西口  桂代 *蛯名  和明 

フリー フリー 御前水 GC 北海道クラシック 

9:03 羽川  豊 山添  昌良 *浅井  裕晶 *野村  光孝 

Ipoc シーミュージック 恵庭 CC 札幌 GC 

9:12 倉本  昌弘 伊藤  正巳 *下川  直喜 *西尾  浩介 

フリー 明智ゴルフ倶楽部 札幌 GC スエ―デンヒルズ GC 

9:21 川岸  良兼 高松  厚 *高江  一王 *佐藤  伸彦 

フリー ユニテックス 恵庭 CC ツキサップ GC 

9:30 小山内 護 杉原  敏一 立山  光広 *米田  光雄 

フリー ユニテックス ファーストハウジング 新千歳 CC 

9:39 崎山  武志 久保  勝美 太田  誠 *千原 啓嗣 

アビバＨＤ 高根カントリー倶楽部 太平ゴルフセンター 北海道クラシック GC 

ＩＮ 

8:00 高橋  勝成 青山  薫 藤田  裕 *戸澤  康人 

アイ.ティ．オー ノザワワールド フリー 恵庭 CC 

8:09 白浜  育男 佐藤  剛平 門   暢明 *藤田  功美雄 

ＲｏｍａＲｏ 芳賀カントリークラブ (株)パークゴルフ練習場 大沼レイクＧＣ 

8:18 秋葉  真一 大橋  義幸 三角  和之 *田中  和彦 

関文グループ 和幸カントリー倶楽部 フリー ハッピーバレーGC 

8:27 渡辺  司 岡茂  洋雄 *三上  修一 *福吉  隆 

セガサミーHD 鷹の巣ゴルフクラブ シャムロック CC 鹿部 CC 

8:36 加瀬  秀樹 溝口  英二 *中里  邦洋 *五十嵐  稔 

フリー フリー 恵庭 CC 函館シーサイド CC 

8:45 室田  淳 小溝  髙夫 *原田 勝礼 *伊藤  久弥 

長寿の里 フリー 室蘭 GC 推薦 

8:54 尾崎  健夫 富永  浩 *照井  康平 *時安  大治 

エフティーグループ ブジプリグループ 武蔵 CC 大雪山カントリークラブ 

９:03 飯合  肇 清家  和夫 *田中  陽介 *鉢呂  建人 

国際スポーツ振興協会 北海道ブルックスＣＣ 白鷺 CC 旭川国際カントリークラブ 

9:12 海老原 清治 吉村  金八 *長谷部  俊彦 *緒方  忠司 

我孫子ゴルフクラブ くまもと城南 CC エバーグリーン GC 函館 GC 

9:21 高巣  南雄 中島  弘二 上出  裕也 *丹  信雄 

鹿野山ゴルフ倶楽部 フリー 創生 大沼国際 CC 

9:30 片山  康 国中  靖夫 *水島  恵嗣 ＊木下  雅史 

片山康ゴルフ企画 旭川ゴルフ倶楽部 大沼レイク GC 函館ＧＣ 

9:39 奥田  靖己 堀口  渡 *南部  直人 *澤田  和伸 

ユニテックス 高梨子倶楽部 早来ＣＣ ツキサップＣＣ 

＊アマチュア 

 

 


